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東海大学紀要海洋学部第22号 37-49頁 (1986)

金華山至尻屋崎の地形計測について*

花田正明・木下泰正**

Morphometry from Kinkazan to the Cape Shiriya， 

Northeast Honshu， ]apan 

Masaaki HANADA and Yasumasa KINOSHITA 

Abstract 

Relief energy map is constructed based on land topographic maps， about 40 areal 

maps from Touhoku district of Japan， and submarine topographic maps off Touhoku 

district. Comparison and analysis of this relief energy map including land its offshore 

area show several new aspects related to geological development of submarine topo・

graphy off east coast of Touhoku， Japan. The following are r巴sultsof this study. 

1) Basic geological structure from continental shelf to continental slope 0百 Hachino-

he region is de五ned by Quaternary sedimentaly basins with outer basement highs. 

Moreover， a landward extention of this Quaternary basin structure is now recognized 

as Sanbongihara and Kunohe Terrace. 

2) Until now， southward down warping of continental crust was believed to be a 

main cause of southward deeping of a depth of the continental shelf edge. However， 

our study clearly indicates that the main cause of this deeping of the shelf edge is not 

due to crustal down warping but thought to be a northward crustal uplifting. Th巴 cen・

ter of this lifting is seems to be located around Mt. Hayachine. 

1. まえがき

筆者らの一人，花田は，過去に駿河湾(花田・五十嵐， 1981)・富山湾(花田， 1982)・紀伊水道

(花田， 1984a)・相模湾(花田， 1984b)・日向灘(花田， 1985)などにおいて，それぞれの海域と

その周縁陸上の起伏量を測定し，その結果をもとにして海底地形と陸上地形の比較をおこなった.

その結果，地形計測法の一方法である起伏量を用いて，海底地形と陸上地形を比較するという方法

は，当該海域の海底地形発達史を考察するのに有効な手段であることを明らかにした.

今回，筆者らは，金華山沖から津軽海峡沖にかけての地域 (Fig.1) において， 海域・陸域を通

じての起伏量の測定をおこない，その結果から，本地域の海底地形発達史を考察したので報告する.

* 東海大学海洋学部業績A322号.受理1985年10月17日.日本地質学会第四年学術大会(山口)にて講演

料 通産省工業技術院地質調査所
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Fig. 1. Location map of the investigation area. 

2. 資 料

海底地形と陸上地形とを比較する際に，注意しなければならないことは，陸上地形が第四紀氷河

時代には大規模な侵食作用を受けているのに対して，海底地形は，形成当時の地形を残したままで，
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Fig. 2. The composition map of summit level map and bathyme:ric m2p (con~our intervals 10つm).
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その後，大きな侵食作用を受けていないか，あるいは，大なり小なりの堆積作用を受けている，とい

うことである.このような理由によって，海底地形と現在の陸上地形とを直接比較するということ

は困難である.そこで，起伏量を測定するための陸上部の資料として，国土地理院発行の 1/50，000

地形図(大畑・尻屋崎・むつ・近川・陸奥横浜・野辺地・平沼・七戸・三沢・十和田・八戸・八戸

東部・因子・三戸・階上岳・浄法寺・一戸・陸中大野・久慈・荒屋・葛巻・陸中関・陸中野田・沼

宮内・薮川・門・岩泉・盛岡・外山・大;I[.田老・日詰・早池峰山・川井・宮古・餌ヶ崎・花巻・

大迫・土淵・大槌・霞露ケ岳・北上・人首・遠野・釜石・水沢・陸中大原・盛・綾里・一関・千

厩・気仙沼・若柳・志津川・津谷・涌谷・登米・大須・松島・石巻・寄磯・塩竃・金華山〉をもと

にして，これらを1kmX1 km方眼に切って接峰面図を作成し， 第四紀氷河時代の大規模な侵食作

用の結果を消去したものを資料とした，海底地形については，水路部発行の 1/200，000海底地形

図第 6369号(金華山沖〉・第6370号(釜石沖〉・第 6371号(八戸沖〉・第 6372号(下北半島沖)，

1/1，000，000太洋水深図G1507号，および地質調査所による白嶺丸GH76-3・GH81-1・3航海の際の

資料を用いた. これらの海底地形図と陸上接峰面図を 1枚の図面に合成した (Fig.2).次に，本

合成図を 1kmX1km方眼に切り， 各方眼中の最高点と最低点の差， すなわち起伏量を測定した.

なお，起伏量には， 1)単位面積内の最高点と最低点の差， 2)相隣り合う地形(山頂と谷底，段丘

と河床など)閣の高度差， 3)切峰面と切谷面との高度差，という 3つの定義(中野・吉川， 1950) 

があるが，筆者らの用いた定義は， 1)である.また，計測のための方眼の大きさを 1kmX1kmに

したのは，この大きさが，大地形(構造地形〉と小地形(侵食地形)の両者を判定するのに適当で

あることが，過去の結果から明らかにされているからである.以上のようにして得た起伏量をもと

にして，起伏量図を作成した (Fig.3).本起伏量図の各方眼内は，それぞれ100m単位で、表現され

ているが，これは，海底地形図の等深線間隔および，陸上接峰面図の等高線間隔を 100mにとって

あるためで、ある.

3. 起伏量の分布

3.1 起伏量100m未満の地域

陸上においてこの値を示す地域は，下北半島北端部の陸奥湾と津軽海峡を結ぶ低地，下北半島基

部付近の小川原湖周辺から八戸，馬淵川河口付近にかけての平地部，三本木原台地，三戸丘陵，八

戸台地，九戸段正，北上盆地，遠野盆地などの山間盆地，仙北平野などである.海底部では，大陸

棚全域および，大陸斜面上の深海平坦面(岩淵， 1967)の起伏量が 100m未満である.また，本海

域は，星野・岩淵 (1966)が述べているように，緩傾斜の海底地形であるから， 次項 (3.2)で記

載する地域以外は， 100m未満の起伏量域で、ある.

3.2 起伏量100m以上， 400m未満の地域

陸上では， i)下北半島西部の恐山山地，下北半島の尻屋崎から吹越烏帽子までの下北正陵;

並〉夏泊半島から南へ向い，北上川西岸に泊った地域で，岩手火山山頂部を除いた奥羽山脈の東端

地域;温〉北上山地において，本山地最高峰である早池峰山山頂部および，遠島山・堺ノ神山・高

滝森・石上山・六角牛山・五葉山などの， 標高1，000mをこえる山々の山頂部周辺を除く， 山地全

域が100m以上， 400m未満の起伏量で、ある.また，海岸線付近においては，宮古以南のりアス海岸

の一部を除いて，八戸から金華山にいたる全海岸線が100m以上， 400m未満の起伏量で、ある.

海底では， i)下北半島北方の津軽海峡に面した大陸棚外縁部，宜〉下北半島東岸に泊った尻屋
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Fig. 4. The geological map (after Geological Survey of Japan， 1964). 1. Recent 2. Ple凶tocene 3. PI町 ene 4. Miocene 5. Paleogene 

6. Cretaceous 7. Jurassic 8. Triassic 9. Permian and Carboniferous 10. Devonian and Silurian 11. Crystalline schist 

and Phyllit巴 12.Intrusive rock: Medial Cretaceous or older (Kitakami granites) 13. Intrusive rock: Early Mesozoic or 

Lat巴 Paleozoic 14. Intrusiv巴 rock: Pre-Tertialy(Hayachine ultrabasic body) 15. E百usiverock: Quaternary 16. Effusive 

rock: Pliocene (Early Pleistcene) 17. Effusive rock: Miocene 18. Effusive rock: Cr巴taceous.
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海脚から小川原湖東方沖にかけての大陸棚外縁かから中部大陸斜面，出〉小川原海底谷の谷軸に泊

った地域の一部， iv)八戸北東沖から八戸東方沖海域では，大陸棚外縁部から大陸斜面上部，大陸

斜面中部および，大陸斜面中~下部にかけての一部，八戸海丘の西側・東側斜面， v)八戸東方沖

から釜石・気仙沼海域では，八戸東方沖の大陸斜面上部から南へ向い，黒崎沖では大陸棚外縁部，

釜石・気仙沼沖で、は大陸斜面中部へと，海岸線とは関係なく南北方向に分布している.本海域には，

大陸斜面下部に黒崎海丘(加賀美ほか， 1981)があり，この海丘の東側斜面および，南側斜面にお

ける起伏量も100m以上， 400m未満で、ある. vi)釜石・気仙沼沖の大陸斜面中~下部域には，三陸

沖海底谷群(八島ら， 1982)の分布がみられるが，この分布域の起伏量は100m以上， 400m未満で、

ある. vii)釜石・気仙沼沖から金華山沖にかけての海域では，釜石・気仙沼沖の中部大陸斜面から

南東方向に， 100m以上， 400m未満の起伏量域が断続的に分布しており，この分布域は，本海域

南東端部にみられる水深2，000mの深海平坦面で切れている. 金華山沖の大陸斜面中部に lカ所，

100m以上， 400未満の起伏量域がある.曲〉日本海溝の海溝陸側斜面は，海溝陸測斜面上部の数カ

所を除いた，ほぼ全域が100m以上， 400m未満の起伏量を示している.

3.3 起伏量400m以上， 800m未満の地域

陸上では，奥羽山脈中央部東端に位置する岩手火山山頂部周辺が， 400m以上， 800m未満の起伏

量を示している.なお，今回，計測をおこなった海域・陸域を通じて最大の， 700m以上， 800m未

満の起伏量を示す部分は，本火山にみられる.北上山地の早池峰山山頂部周辺，遠島山・堺ノ;神岳

・高滝森・石上山・六角牛山・五葉山などの，標高が1，000mをこえている山々の山頂部周辺域が，

400m以上， 700m未満の起伏量で、ある.海底においては，日本海溝に面した海溝陸側斜面上部域の

数カ所だけに， 400m以上， 600m未満の起伏量域がみられる.

4. 陸上における起伏量の分布と地質

起伏量図と本地域の陸上地質図 (Fig.4)とを対応させてみると，次のことがし、える.

完新統および，更新統上部がつくる海岸平野・山間盆地・段丘・台地の起伏量は， 100m未満で

ある.古生界から中生界で構成されている北上山地の大部分は， 起伏量100m以上で、あるが， それ

らのうちでもより古期の岩類で構成されている地域ほど，大きな起伏量を示す傾向がみられる.た

とえば， 古生界の分布する山地は， 400m以上の起伏量の分布が卓越している L，八戸市南方の階

上岳周辺では，起伏量300m以上， 400m未満となっており，ここには白亜紀の花筒閃緑岩が分布し

ている.北上山地のうち，準平原状残丘であるといわれる早池峰山(半沢， 1962)山頂周辺では9

600m以上， 700m未満の起伏量域がみられる.ここには，早池峰超塩基性岩といわれる岩体の分布

が知られており，付近を木地域における主要構造線である，早池峰一五葉山構造線が通っている.

5. 考 察

本海域の地形と地質について，北部から南部へ若干の考察をおこなう.

下北半島東岸に泊った起伏量100m以上， 400m未満の大陸棚~上部大陸斜面については，日本地

質アトラス(地質調査所， 1982)によれば，新生代火山岩類および，中新世前期一中期の堆積岩の

分布が示されているが，付近の陸上域との起伏量の比較から，表層はそのようなもので、構成されて

いるとしても，木地域の上部大陸斜面の基盤としては，より古期の岩類の存在が予想される.
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下北半島基部沖から八戸沖にかけての地域における起伏量の分布をみると， 100m未満の起伏量

域が大陸棚外縁から海岸線をこえて内陸の三本木原台地まで連続している.また，ほぽ南北の方向

性をもった起伏量100m以上， 200未満の地域が， i)大陸棚外縁から大陸斜面上部域，宣〉大陸斜

面中部，温〉八戸海丘西側斜面，同海丘東側斜面部に並行しており，これらの100m以上， 200m未

満の起伏量域にはさまれて100m未満の起伏量域が分布している.地質アトラス(地質調査所， 1982)

によると，八戸沖の大陸棚外縁付近・大陸斜面中部および，八戸海丘東側・西側斜面にみられる

100m以上， 200m未満の起伏量域には，鮮新統の分布が示されており，一方， 100m未満の起伏量

域には，完新統および，更新統の分布が示されている.本地域に隣接する陸上部において，海底の

100m未満の起伏量域と同時代の地層が分布する小川原湖周辺， 三本木原台地および，九戸段丘な

どの起伏量も 100m未満である.以上のことから，本地域においては，大陸棚においても，陸上に

おいても，起伏量 100m未満の地域は，鮮新世一第四紀の堆積盆地になっており，これらの堆積盆

地を限って分布する100m以上， 200m未満の起伏量域は大陸棚の外縁隆起帯を表現していると考え

られる.八戸沖海底地質図の説明書で，玉木 (1981)は，鮮新統一第四系を Q2層とし， iQz層は，

音響的によく成層している.各反射面は海底面に平行であり，構造的な変形を受けていない.また

Qz層は， 大陸斜面において下位層にオーバーラップしている.Jとし，さらに， iQz層の下部は鮮

新統を含むと考えられる.Jと述べている.このような堆積形態は，安間(1985)の日本海・飛島海

盆におけるそれと酷似している.安聞は，海底におけるこのような構造は，隣接している陸上の西

日盆地においてもみられることを指摘し， このような構造は， i海水準の上昇と， 内陸部に向つて

のより大きな隆起によって形成された.Jとしているが，本地域における上部大陸斜面から大陸棚に

かけての構造と堆積形態も，まったく同様のことであろう.

八戸沖から釜石・気仙沼沖には，八戸海丘・黒崎海丘があり，これらの海丘の縁辺域に 100m以

上， 200m未満の起伏量を示す地域がみられる. これらの起伏量域の地質については，徳山ほか

(1981)の報告がある.徳山ほかは，入戸海正から黒崎海丘にかけての南北の音波探査結果から，

「上部中新世の地層は，両高まりで発達しているが (0.3秒)，中央の高まりの南端および，中閣の

へこみでは分布していないか，あるいは存在してもひじように薄い.J と述べており， このような

地層の分布が，八戸海丘・黒崎海丘の縁辺域および，黒崎海正の南縁に沿って北東一南西方向にの

びている100m以上， 200m未満の起伏量を示す地域の分布に影響しているものと考えられる.加賀

美ほか (1981)は，八戸海丘と黒崎海正の中聞の凹地を通って深海平坦面を横断する音波探査記録

から， i深海平坦面の外縁部にあたるところ， そこでは，少なくとも， 鮮新世前期までの地層が，

外縁部において隆起し， 鮮新世以降の地層が， 外縁の内側に幅広い堆積盆地を形成している.Jと

述べている.

釜石・気仙沼沖の大陸斜面上部から断続的に南東にのびている100m以上， 200m未満の起伏量域

について，八島のほか (1982)が， i三陸沖海底谷群(仮称〉は， 釜石沖の水深600~900mの大陸

斜面に谷頭を有し， 1， 500~2， OOOmの深海平坦面に注く、、全長40kmの海底谷で、ある.Jと述べている

ように，本地域には海底谷の分布がみられ，海底谷のみられない周辺の大陸斜面が 100m未満の起

伏量であるのに対して，若干大きな起伏量値を示している.これらの海底谷は，上部大陸斜面を切

ってはいるが，いわゆる大陸棚を切っているようなものはみられず，このような起伏量域には比較

的古い基盤が露出している.

釜石・気仙沼沖から金華山沖にかけての大陸棚・大陸斜面域においては， 100m以上， 200m未満

の起伏量域が局地的に分布するのみで，ほとんどの地域が 100m未満の起伏量を示す地域である.

日本地質アトラス(地質調査所， 1982)によれば，局地的分布を示す100m以上， 200m未満の起伏
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Fig. 5. Topograph:cal cross sections of the southern area of the investigation area. 
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量域には鮮新統の分布が示され， 100m未満の起伏量域には，

第四系の分布が示されている.このように本地域においては，

起伏量の分布には明確な変化がみられないが，地形断面

(Fig. 5)でみると，一見大陸棚を思わせる傾斜の変換点、が

みられる.この傾斜の変換点は，北に浅く，南に深くなって

いる. このことについて八島ほか (1982)は，“三陸沖南部

の深い大陸棚"とし， r宮古北東から仙台湾海域には， -150 

""""190m， -200""""400mの2つの傾斜の変換点がみられ， 岩

淵と佐藤では見解が異なる.佐藤は，本来の意味からみた縁

辺台地はこの海域には存在せず，岩淵の考えは不当とした.

-200""""400mを大陸棚外縁(地形的定義〉とするのがよい.

ただし， この場合でも Wurm最大氷期に対応するのは，

150""""190mの海底段正の外縁であるのは論をまたない.j と

述べている.ここで，大陸棚外縁水深についてみると， Wurm 

の最低海水準はそのように深くはなっておらず， リアス海岸

における海底谷の末端水深が示すように， -120m前後であ

ろう.このことについては，三浦 (1968)も指摘している.

さらに，地形断面によると，釜石沖の大陸斜面中部に向って3

八島ほか (1982)のいう“三陸沖の深い大陸棚"よりも，よ

り深い水深まで追跡できる傾斜の変換点、が存在する(木下，

1985). 

釜石沖海底地質図の説明書で， 岡村ほか (1983) は， r調
査域の海底下の地質は，音波探査の結果から， A， B， Cの

3層群および，音響基盤に区分される.jとしたなかで， rA 

層群は，大陸棚大陸斜面上部を構成するくさび状の堆積物

である.j とし，さらに， r本層群は，大陸棚・大陸斜面上部

を構成し，基底で音響基盤・ C層群を不整合に覆う.深海平

坦面下に分布する B層群とは直接累重しない.不整合により，

下位より A3' A2' A1および Aoの4層に区分される. A3， 

A2および，綾里以北の A1層の各層の上面は， 陸側のほぼ

水平に近い平坦な部分と，海側へ傾斜する斜面からなり，前

者を平坦面，後者を前面と呼ぶ，各層の前面付近では，前面

に平行な海側へ傾斜した反射面が発達する.各層の断面は，
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デルタ堆積物に酷似するが，平面的には海岸線に泊って帯状の分布を示すことから，それぞれ前進

的な海岸前面の堆積物であると解釈される.jと述べている.これと同じ地層・堆積形態について，

中嶋 (1973)は「三角層」と名づけて記載している.以上のことと， 飛島海盆(安間， 1985)，石

花海海盆(星野ほか， 1982)などのデータからすると，この扇状地堆積物の堆積当時の海水準は，

-l，OOOm前後にあったものと思われる.つまり， 三陸南部沖海底では， この扇状地堆積物の分布

からすると，本地域における旧汀線は，全体的に隆起し，とくに，南部地域では南から北へ隆起量

を増しているものと思われる. このことは， ひとり海底だけの現象ではなし 陸上部の地形断面

(Fig. 6)によってもうかがえるように，早池峰山以南の北上準平原の北上りの傾向とも一致し，
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。
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Fig. 6. Topographical cross sections of the Kitakami mountainland. 
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海陸ともにおこったことである.北上準平原の隆起の時代については，三浦 (1968)は，鮮新世以

降としているし， CHINZEI (1966)は， r第三紀のあいだは，北上は低地であった.したがって，今

日の1，OOOmにおよぶ顕著な隆起は第四紀のあいだにおこなわれたとみられる.Jと述べている.準

平原の形成は，鮮新世初頭と考えられているので，その後の隆起開始とともに閲折谷ができはじめ

たであろう.

南部三陸沖では，大陸棚外縁水深の南下りの傾向から，従来，多くの研究者が海底地殻の南下り

を主張している.しかし，北上山地の準平原の北上りおよび， 岡村ほか (1983)のいう A3層の北

上りの傾向の一致からすると，海底および，陸地は，早池峰山付近を隆起の中心として，南から北

へと上っていった，と考えざるを得ない.

6. まとめ

小論で、筆者らが述べたことを要約すると次のようになる.
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(1) 下北半島東岸に泊った大陸斜面の基盤としては，陸上との起伏量の比較から，表層付近は中

新世前期一中期の堆積岩，新生代火山岩類が分布するにしても，より古期の岩類が存在することが

予想、される.

(2) 八戸東方沖の大陸棚・大陸斜面域については， 100m未満の起伏量域が陸上に連続している.

ということと， 100m以上， 200m未満の起伏量域が， 100m未満の起伏量域を区切るように分布し

ているということから， 100m以上， 200m未満の起伏量域が外縁隆起帯を構成しており， 100m未

満の起伏量域が，陸上においても，海底においても，鮮新世一第四紀の堆積盆地になっている.

(3) 三陸南部沖の大陸斜面上一中部の大部分は，起伏量 100m未満であるが，釜石・気仙沼沖の

大陸斜面で， 100m以上， 200m未満の起伏量を示す地域には，“三陸沖海底谷群"が分布しており，

ここには古い岩石の露頭がみられる.

(4) 海底地形断面でみる大陸棚外縁の北上りの傾向，扇状地堆積物の分布形態が北上りであるこ

とおよび，陸上地形断面でみる北上準平原の北上りの傾向からみて，本地域においては，海底地殻

の南下りということではなく，海底および，陸地は早池峰山付近を隆起の中心として，南から北へ

と上っていった.この隆起がおこったのは，第四紀初頭である.
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